
 

 

 

 

 

2 0 1 2 年 4 月 6 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

○開催期間 ：4 月 14 日（土）～5月 8日（火） 

○主   催 ：東日本旅客鉄道（株）、(株)ジェイアール東日本商事 

岩手県、(株)岩手銀行 

 開催期間中、「のもの」でお買い物をしていただくと、先着50名様に 

「いわて純情米『ひとめぼれ』300ｇ」をさしあげます。 

 

 
 
 
 
 
 
 

         

  「のものＣＡＦＥ」では、各地域の食材を使用した料理や地酒をお楽しみいただけます。 

                     
 

○ 小岩井の牛乳ソフトクリーム・・・小岩井乳業の産地直送牛乳を使用した、濃厚で                         
すっきりとした甘みのある牛乳ソフトクリームです。                         

○ 館ヶ森アーク牧場ソーセージ・・・ドイツから専門の職人を招き、本場の技術を受け                  
継いで作られるソーセージには、直営農場で飼育された高品質の高原豚を使

用しています。合成保存料を一切使用しておらず肉本来の旨みを感じていた

だけます。 

○ 小岩井農場のゴーダーチーズ・・・小岩井農場で 8 ｹ月以上もの期間、じっくりと丁寧に熟成させました。芳醇な     
味わいの後に生乳の風味がフンワリと漂います。 

○ 地酒・・・岩手県の銘酒「特別純米酒 浜娘 桜ラベル」
※

、「純米酒 月の輪」、「生もと純米 七福神亀萬歳」を 

利き酒セットでお楽しみいただけます。 ※いわてデスティネーションキャンペーン記念限定酒です。 

 

「岩手のもの 4.14 - 5.8」 の開催 

※販売商品は変更になる場合があります。 

ＪＲグループでは岩手県等と連携し、2012 年 6月末まで「いわてデスティネーションキャンペーン」を開催して

います。これにあわせ、上野駅では食を中心に岩手県の魅力を発信します。地産品ショップ「のもの」では、

4月 14 日（土）より約 3週間、岩手県にスポットを当てた「岩手のもの」を開催し、新鮮な野菜や銘菓、地酒等、

岩手県の「旬
しゅん

のもの、地
じ

のもの、縁
ゆかり

のもの」を販売します。また、グランドコンコースでは 4月 12 日（木）から 

3 日間「いわて産直市」を開催し、地産品の販売に加え、観光ＰＲや伝統芸能の紹介を通して地域の魅力を 

発信します。 

上野駅に岩手のおいしいものが集まります！ 

「岩手のもの」メニュー例 

◆「のものＣＡＦＥ」 

「のもの」ショップ概要 
○営業時間 ：物販 11：00～22：00（土休日 10：00～21：00）        

カフェ 7：00～22：00（土休日 7：00～21：00） 

○場   所 ：上野駅中央改札外グランドコンコース（ガレリア内） 

○運営会社 ：(株)ジェイアール東日本商事 

○店舗面積 ：96.7 ㎡（約 29.3 坪） 
産直市 

（撮影地：小岩井農場） 



 

こだわりの野菜やその加工品を販売するマルシェを開催します。 

＜賢治の土（株）＞ 

期間：4 月 14 日（土）～20 日（金） （各日、商品がなくなり次第終了） 

宮沢賢治の精神を学びながら、より安全で美味しいモノやこだわり品を作り続ける 
“賢治の土”から、岩手の新鮮な野菜をお届けします。 

  

 

 

 

 

「のもの」と連動して、首都圏主要駅の NEWDAYS９店舗でも岩手県ならではの地産品の販売を行います。 

期間：4 月 15 日（日）～5月 12 日（土） 

店舗：ｅｃｕｔｅ上野公園通路店、ｅｃｕｔｅ上野大連絡橋店、有楽町店、品川店、川崎東口店、戸塚店、      

池袋西口店、大宮店、新浦安店 

 

 

   「地域再発見アプリ」で岩手県のご当地キャラクター「わんこきょうだい」を 5 種類そろえて、「のもの」で画面をご

提示いただくと、「岩手のもの」期間中先着 50 名様に「いわて純情米『ひとめぼれ』300g」をさしあげます。「わん

こきょうだい」が現れる駅は、上野・池袋・品川・有楽町・川崎・戸塚・大宮・新浦安の 8駅です。 

   詳細は「のもの」ホームページをご覧ください http://www.jreast.co.jp/nomono/  

※「地域再発見アプリ」は iPhone、Android に対応しております。 

 

  
 

○開催日時 ：4 月 12 日（木）～14 日（土） 11：00～20：00  ※最終日は 17:00 まで 

○主   催 ：東日本旅客鉄道(株) 

○共   催 ：岩手県、いわてデスティネーションキャンペーン推進協議会 

○運 営 者 ：（株）ジャスター 

○出 店 者 ：（社）遠野ふるさと公社、（有）フルーツ・タケウチ、（株）プロ農夢 花巻、（株）兼平製麺所、 

（株）ベアレン醸造所、（株）わしの尾、赤武酒造（株）、菊の司酒造（株）、酔仙酒造（株）、 

（株）オリーブコーポレーション 

○内   容  

【産 直 市】 ：岩手県の新鮮な野菜や、「盛岡三大麺」などの加工品をはじめ、「南部杜氏」で名高い岩手の 

地酒、雑穀、スイーツ等を販売します。  

【観光 ＰＲ】 ：北上市のさくらまつりを中心とした観光PRをするほか、岩手県PRキャラクター「わんこきょうだい」

の「そばっち」も駆けつけます。  

○イ ベ ン ト ：岩手県各地域の観光 PRや伝統芸能を披露します。 

          4 月 12 日（木）11：00、13：00、15：00 花巻の鹿
しし

踊
おどり

 

          4 月 13 日（金）11：00、13：00、15：00 盛岡さんさ踊り 

4 月 14 日（土）11：00、13：00、15：00 大江戸さんさ踊り     

 

        

◆スマートフォン専用「地域再発見アプリ」 

「いわて産直市 4.12 - 4.14」 の開催 

◆「のもの」マルシェ開催 

※写真はすべてイメージです。販売商品は変更になる場合があります。
◆NEWDAYS「のもの」コーナー 

【賢治のトマト】
岩手山麓のミネラル
豊富な地下水を使
用して栽培された完
熟トマトです。 

【安比まいたけ】 
化学薬品や化学肥料
を一切使わず、栽培用
のおが屑には岩手県
産をはじめ国産のみを
使用しています。 



「岩手のもの」「いわて産直市」おすすめ商品例   

 

※のもので販売する商品は    、産直市で販売する商品は    を付けています 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

地域 のもの  産直市 

新潟県 5/ 9（水）～5/29（火） 5/10（木）～5/12（土） 

鹿児島県 5/30（水）～6/19（火） - 

山形県 6/20（水）～7/10（火） 6/7（木）～6/9（土） 

※写真はすべてイメージです。販売商品は変更になる場合があります。

今後のスケジュール（予定） 

すっきりした飲み口です。後味
に旨みがあり、やや甘口です
が、冷でも、燗でも美味しく楽
しめ、気の合う仲間と酌み交
わすのに最適な地酒です。 

北窓三友（純米酒） 
＜わしの尾＞ 

県産の米、水、麹、酵母で醸し
た、いわてデスティネーション
キャンペーン記念限定酒で
す。甘い香りと、濃厚な味わい
の「がっつらうまい」地酒です。

浜娘 桜ラベル（特別純米酒）
＜赤武酒造＞ 

100 年以上前のドイツの醸造
設備を使い、職人が愛情を込
めて造ったクラシックビールで
す。奥深い香りやしっかりとし
た苦味が特徴です。 

ベアレン クラシック
＜ベアレン醸造所＞ 

国産漆の約８割を生産してい 
る浄法寺。その職人に育てら 
れたウルシの木に咲く希少な 
花の蜂蜜です。上品な甘みと 
まろやかな風味が特徴です。 

うるし蜂蜜 
<二戸市ふるさと振興＞ 

十穀がゆ 
＜プロ農夢花巻＞ 

盛岡の人気焼肉店「ぴょんぴ
ょん舎」で製造しています。お
好みでキムチを入れ、本場盛
岡冷麺の味とコシ、スープのコ
クをお楽しみ下さい。 

「ぴょんぴょん舎」盛岡冷麺
＜中原商店＞ 

つるりとしたのど越しの、半生
タイプのわんこそばです。国産
100%の石臼挽きそば粉を使用
し、コシのある風味豊かな味
わいです。 

わんこそば
＜北館製麺＞ 

人気のピーナッツ入り南
部煎餅です。食べごたえ
のある適度なボリューム
です。紅茶やホットミルク
等にも良くあいます。 

まめごろう 
＜小松製菓＞ 

岩手県産特別栽培米・黒米・赤
米・あわ・ひえ・いなきび・はと麦・
大麦・アマランサス・極小黒大豆と
早池峰山麓から汲み上げたミネラ
ル水で仕上げたおかゆです。 

春の息吹を感じる山菜、わら
びを販売します。特有のねば
りや、香りを楽しめるおひたし
や、てんぷらがお勧めです。 

わらび 
＜フルーツ・タケウチ＞ 

苺・キウイ・ゴールデンピーチ・
洋ナシを、岩手県産卵を使用
したロール生地で巻いていま
す。販売開始から 15 万本を販
売している人気のロールケー
キです。 

プランタン・ヌーボー 
＜花月堂＞ 

岩泉ヨーグルト 
＜岩泉乳業＞ 
岩泉町では、豊かな森と清流
の中で牛の飼育が行なわれて
います。通常の２～３倍の発酵
時間をかけ、より深く、まろやか
な風味を実現しています。 
 

こくっとトマト
＜遠野ふるさと公社＞ 
遠野産ミニトマト「アイコ」を
100%使用しています。トマトの
旨みが凝縮された、のど越し
の良い野菜ジュースです。 


